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　理事長　　山田　亮三　理事長　　山田　亮三　理事長　　山田　亮三　理事長　　山田　亮三
この度、武芸会のホームページを更新しました。一度ご確認この度、武芸会のホームページを更新しました。一度ご確認この度、武芸会のホームページを更新しました。一度ご確認この度、武芸会のホームページを更新しました。一度ご確認
ください。ください。ください。ください。
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【社会福祉法人　武芸会】【社会福祉法人　武芸会】【社会福祉法人　武芸会】【社会福祉法人　武芸会】
・特別養護老人 ホーム・特別養護老人 ホーム・特別養護老人 ホーム・特別養護老人 ホーム
・ショートステイ・ショートステイ・ショートステイ・ショートステイ
・デイサービスセンター・デイサービスセンター・デイサービスセンター・デイサービスセンター
・ケアハウス・ケアハウス・ケアハウス・ケアハウス

    春の寿和苑　（平成２５年）    春の寿和苑　（平成２５年）    春の寿和苑　（平成２５年）    春の寿和苑　（平成２５年）

平成２５年　７月

Ⅶ．平成２４年度　施設内行事　Ⅶ．平成２４年度　施設内行事　Ⅶ．平成２４年度　施設内行事　Ⅶ．平成２４年度　施設内行事　
 第　１２　号 第　１２　号 第　１２　号 第　１２　号

平成２４年１０月２０日　　　寿和苑大運動会平成２４年１０月２０日　　　寿和苑大運動会平成２４年１０月２０日　　　寿和苑大運動会平成２４年１０月２０日　　　寿和苑大運動会

平成２４年１１月２４日　　跡部・功齢者・芸術祭平成２４年１１月２４日　　跡部・功齢者・芸術祭平成２４年１１月２４日　　跡部・功齢者・芸術祭平成２４年１１月２４日　　跡部・功齢者・芸術祭

　今年の芸術祭は、地元『武芸川太鼓』の皆様にご来
苑をいただきオープニングを飾っていただきました。胸
に突き刺さるような太鼓の音、動きの速いバチ捌きに参
加された皆様の表情が一変されました。武芸川太鼓の
皆様本当にありがとうございました。

　今年は、例年になく梅雨入りが早く訪れましたが、全国的に水不足になるほど空梅雨で、毎日が　今年は、例年になく梅雨入りが早く訪れましたが、全国的に水不足になるほど空梅雨で、毎日が　今年は、例年になく梅雨入りが早く訪れましたが、全国的に水不足になるほど空梅雨で、毎日が　今年は、例年になく梅雨入りが早く訪れましたが、全国的に水不足になるほど空梅雨で、毎日が
真夏日や猛暑といった暑い日が続いております。入所されている皆様には、『おむつ外し』のこと真夏日や猛暑といった暑い日が続いております。入所されている皆様には、『おむつ外し』のこと真夏日や猛暑といった暑い日が続いております。入所されている皆様には、『おむつ外し』のこと真夏日や猛暑といった暑い日が続いております。入所されている皆様には、『おむつ外し』のこと
もあり、十分な水分摂取をしていただけるよう努めてまいります。もあり、十分な水分摂取をしていただけるよう努めてまいります。もあり、十分な水分摂取をしていただけるよう努めてまいります。もあり、十分な水分摂取をしていただけるよう努めてまいります。
　さて、介護現場で働く職員の求人について、各方面へのお願いや寿和苑独自での広告、ホーム　さて、介護現場で働く職員の求人について、各方面へのお願いや寿和苑独自での広告、ホーム　さて、介護現場で働く職員の求人について、各方面へのお願いや寿和苑独自での広告、ホーム　さて、介護現場で働く職員の求人について、各方面へのお願いや寿和苑独自での広告、ホーム
ページでのお願い等を行っております。今一度皆様のお知り合いやご近所の方々の紹介をお願ページでのお願い等を行っております。今一度皆様のお知り合いやご近所の方々の紹介をお願ページでのお願い等を行っております。今一度皆様のお知り合いやご近所の方々の紹介をお願ページでのお願い等を行っております。今一度皆様のお知り合いやご近所の方々の紹介をお願
い申し上げます。夏本番に向けお体には十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。い申し上げます。夏本番に向けお体には十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。い申し上げます。夏本番に向けお体には十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。い申し上げます。夏本番に向けお体には十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。

施設長　河内　和代施設長　河内　和代施設長　河内　和代施設長　河内　和代

　20１３年　７月　３日　20１３年　７月　３日　20１３年　７月　３日　20１３年　７月　３日

　太鼓の後は、皆さんの歌やかくし芸の披露があり、ご
来苑頂いたご家族の皆様と共に楽しいひと時を入所者
の皆様は過ごしていただいたと思います。

≪おわりにあたって≫≪おわりにあたって≫≪おわりにあたって≫≪おわりにあたって≫

　平成２４年ロンドンオリンピックが開催にちなんで『寿和リンピック』と称しました。

　今回は、前年度から始めている『おむつ外し』の成果を確認することも含め、入所者の皆様に歩行器を使った競
技を組み入れ、車椅子から歩行器歩行ができる方が参加し競っていただきました。まだ安定した歩行まではいき
ませんが、日ごろの訓練の成果が見られた競技でした。その他例年通り伊勢ヶ濱部屋の力士の皆様にもご協力
いただき盛大に開催することができました。

平成２５年３月３０日　　お花見会平成２５年３月３０日　　お花見会平成２５年３月３０日　　お花見会平成２５年３月３０日　　お花見会

　敷地内で満開となった桜を見ながらのお食事会を開
催いたしました。本日のメニューは、お花見弁当と称
し、手まり寿司に卵焼きや肉団子を添えたおかずが大
変好評で、お天気も良く久しぶりの屋外での食事に、
普段なかなか食事が進まない方も、頑張って全て食べ
られました。
次回も開催することをお約束してお花見を終了いたし
ました。



平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年 ４月２６日４月２６日４月２６日４月２６日 　駐車場作成工事　安全祈願祭　駐車場作成工事　安全祈願祭　駐車場作成工事　安全祈願祭　駐車場作成工事　安全祈願祭

５月２４日５月２４日５月２４日５月２４日 　平成２３年度　第１回　理事会　平成２３年度　第１回　理事会　平成２３年度　第１回　理事会　平成２３年度　第１回　理事会

５月２８日５月２８日５月２８日５月２８日 　給与・退職金規則、育児・介護休業等規則の変更　給与・退職金規則、育児・介護休業等規則の変更　給与・退職金規則、育児・介護休業等規則の変更　給与・退職金規則、育児・介護休業等規則の変更

７月１２日７月１２日７月１２日７月１２日 　駐車場作成工事　竣工式　　７月２３日より使用開始　駐車場作成工事　竣工式　　７月２３日より使用開始　駐車場作成工事　竣工式　　７月２３日より使用開始　駐車場作成工事　竣工式　　７月２３日より使用開始

８月　２日８月　２日８月　２日８月　２日 　平成２４年度　法人実地指導監査　平成２４年度　法人実地指導監査　平成２４年度　法人実地指導監査　平成２４年度　法人実地指導監査
８月１８日８月１８日８月１８日８月１８日 　平成２４年度　家族会　開催　平成２４年度　家族会　開催　平成２４年度　家族会　開催　平成２４年度　家族会　開催
８月１８日８月１８日８月１８日８月１８日 　平成２４年度　納涼祭　開催　平成２４年度　納涼祭　開催　平成２４年度　納涼祭　開催　平成２４年度　納涼祭　開催

　９月２６日　９月２６日　９月２６日　９月２６日 　平成２４年度　第２回　理事会　平成２４年度　第２回　理事会　平成２４年度　第２回　理事会　平成２４年度　第２回　理事会
１０月１５日１０月１５日１０月１５日１０月１５日 　伊勢ヶ濱部屋ボランティアキャンプ開始　１０月２７日まで　伊勢ヶ濱部屋ボランティアキャンプ開始　１０月２７日まで　伊勢ヶ濱部屋ボランティアキャンプ開始　１０月２７日まで　伊勢ヶ濱部屋ボランティアキャンプ開始　１０月２７日まで
１０月２０日１０月２０日１０月２０日１０月２０日 　平成２４年度　寿和苑大運動会　開催　平成２４年度　寿和苑大運動会　開催　平成２４年度　寿和苑大運動会　開催　平成２４年度　寿和苑大運動会　開催

１０月２０日１０月２０日１０月２０日１０月２０日 　平成２４年度　第３回　理事会　平成２４年度　第３回　理事会　平成２４年度　第３回　理事会　平成２４年度　第３回　理事会

１１月１４日１１月１４日１１月１４日１１月１４日 　平成２４年度　第４回　理事会　平成２４年度　第４回　理事会　平成２４年度　第４回　理事会　平成２４年度　第４回　理事会

１１月２１日１１月２１日１１月２１日１１月２１日 　平成２４年度　特養・ケアハウス施設指導監査　　平成２４年度　特養・ケアハウス施設指導監査　　平成２４年度　特養・ケアハウス施設指導監査　　平成２４年度　特養・ケアハウス施設指導監査　

11月24日11月24日11月24日11月24日 　寿和苑『跡部・功齢者・芸術祭』開催　寿和苑『跡部・功齢者・芸術祭』開催　寿和苑『跡部・功齢者・芸術祭』開催　寿和苑『跡部・功齢者・芸術祭』開催

平均介護度 １２月　６日１２月　６日１２月　６日１２月　６日 　平成２４年度　厚生労働省　会計検査院　会計監査　平成２４年度　厚生労働省　会計検査院　会計監査　平成２４年度　厚生労働省　会計検査院　会計監査　平成２４年度　厚生労働省　会計検査院　会計監査

27,252 3.8 平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年 １月　１日１月　１日１月　１日１月　１日 　『元旦祭』開催　『元旦祭』開催　『元旦祭』開催　『元旦祭』開催

通所介護施設 2,464 2.7 ３月１３日３月１３日３月１３日３月１３日 　平成２４年度　第５回　理事会　平成２４年度　第５回　理事会　平成２４年度　第５回　理事会　平成２４年度　第５回　理事会

4,630 3.1

4,940 2.1

合　　　計

１０３名

　　６名

　　９名

① ② 単位：千円

 経常収入 447,849

 財務活動収入 29,191 ６月２日　ホテルニューオータニで結婚披露宴が行われました。

 前期末資金 （写真左：新郎　安美錦関　　　右：新婦　絵莉夫人）
　　収支差額

四股名：安美錦　竜児（あみにしき　りゅうじ）四股名：安美錦　竜児（あみにしき　りゅうじ）四股名：安美錦　竜児（あみにしき　りゅうじ）四股名：安美錦　竜児（あみにしき　りゅうじ）
本　　名本　　名本　　名本　　名 　杉之森　竜児（すぎのもり　りゅうじ）

合       計 879,091 生年月日生年月日生年月日生年月日 　昭和５３年１０月　３日　（満３４歳）
出身地出身地出身地出身地 　青森県西津軽郡深浦町

所属部屋所属部屋所属部屋所属部屋 　伊勢ヶ濱部屋（伊勢ヶ濱親方（第６３代横綱　旭富士））

③ 単位：千円 現在の番付現在の番付現在の番付現在の番付 　西前頭筆頭

略　　歴略　　歴略　　歴略　　歴 　平成　９年　１月場所　　　　初土俵 通算成績通算成績通算成績通算成績 ６６４勝６４３敗１２休（９８場所）

 事業活動収入 464,484 　平成１２年　１月場所　　　　新十両
 事業活動外収入 4,108 　平成１２年　７月場所　　　　新入幕 幕内成績幕内成績幕内成績幕内成績

 特別収入 8,439 　平成１８年１１月場所　　　　新小結 幕内在位幕内在位幕内在位幕内在位 ７４場所

 修繕積立金 　平成１９年　９月場所　　　　新関脇 三役在位三役在位三役在位三役在位 １４場所（関脇６場所・小結８場所）
取崩額

 前期活動

収支差額

合       計 1,143,692

　披露宴の席上で安美錦関は、『明るくて、相
撲に集中できる家庭をつくりたい。』と表情を
緩め、細い目が一段と細くなっておりました。

　大相撲界現役最後の独身貴族安美錦関
が、平成２５年２月婚約発表を行い、４月１２
日に結婚、６月２日に親族、角界、その他関
係者約７００人の出席者から祝福を受けまし
た。

支　　出　　項　　目

 経常支出

６名

９名

（内、当期活動収支-６，６５３千円）

402,051

Ⅵ．伊勢ヶ濱部屋　安美錦関ご結婚特集Ⅵ．伊勢ヶ濱部屋　安美錦関ご結婚特集Ⅵ．伊勢ヶ濱部屋　安美錦関ご結婚特集Ⅵ．伊勢ヶ濱部屋　安美錦関ご結婚特集

Ⅴ．平成２４年度　事業活動報告Ⅴ．平成２４年度　事業活動報告Ⅴ．平成２４年度　事業活動報告Ⅴ．平成２４年度　事業活動報告

21,304

645,357

 当期末資金
　　収支差額

 次期活動

（平成２５年３月３１日現在）

75.2

体験実習

平均年齢（歳）

93.3

（平成２５年３月３１日現在）

87.9

ケアハウス(特定）

延利用者数（人） 施設利用率（％）

短期入所者施設

定　員　数（人）

80

18

純　　　　財　　　　産

固
定

項　　　　　　　目

Ⅳ．社会福祉法人武芸会　平成２４年度決算報告Ⅳ．社会福祉法人武芸会　平成２４年度決算報告Ⅳ．社会福祉法人武芸会　平成２４年度決算報告Ⅳ．社会福祉法人武芸会　平成２４年度決算報告

金額　（千円）

流
動

　現金預金

合       計

介護福祉士

収支計算書（平成２５年３月３１日現在）貸借対照表（平成２５年３月３１日現在）

資　　産　　計

1,143,692

660,008
収支差額

2,586

収　　入　　項　　目

0修繕積立金積立額

1,614,728

負　　債　　計

　その他

422,019

 施設整備支出

122,926

合       計

359,022

70,288

　設備借入金

879,091

（内、次期活動収支差額）

93,915

資
　
産

(内、当期資金収支-４，７０６千円）

 財務活動等支出

支　　出　　項　　目

負債・純財産　　計 1,708,643

負
　
債

15,655

17,044

29,250

　退職給与引当金

31,965

28,904

30,822

1,156,406

　その他

1,708,643

　基本財産

397,345

 固定資産処分損 8,614

事業活動計算書（平成２５年３月３１日現在）

収　　入　　項　　目

472,484

 事業活動外支出

 事業活動支出

一般

６０名

中学生(小学生）

３名短大生・大学生 ４０名

高校生

63.9

63.4

86.7

86.7

介護老人福祉施設

15

87.8

20

Ⅰ．理事長　山田　亮三　挨拶Ⅰ．理事長　山田　亮三　挨拶Ⅰ．理事長　山田　亮三　挨拶Ⅰ．理事長　山田　亮三　挨拶

流
動

固
定

　賞与引当金

　その他

　暑中お見舞い申し上げます。　暑中お見舞い申し上げます。　暑中お見舞い申し上げます。　暑中お見舞い申し上げます。
岐阜県・関市・老施協ならびに地元関係者の皆様には、常日頃からご指導、ご支岐阜県・関市・老施協ならびに地元関係者の皆様には、常日頃からご指導、ご支岐阜県・関市・老施協ならびに地元関係者の皆様には、常日頃からご指導、ご支岐阜県・関市・老施協ならびに地元関係者の皆様には、常日頃からご指導、ご支
援、ご協力を賜りまして心から御礼申し上げます。援、ご協力を賜りまして心から御礼申し上げます。援、ご協力を賜りまして心から御礼申し上げます。援、ご協力を賜りまして心から御礼申し上げます。
　お陰様で経営は順調に推移しております。感染症については、インフルエンザ予　お陰様で経営は順調に推移しております。感染症については、インフルエンザ予　お陰様で経営は順調に推移しております。感染症については、インフルエンザ予　お陰様で経営は順調に推移しております。感染症については、インフルエンザ予
防対策が功を奏し、最小限に収まったのは幸いです。挑戦中の『おむつ外し』は、防対策が功を奏し、最小限に収まったのは幸いです。挑戦中の『おむつ外し』は、防対策が功を奏し、最小限に収まったのは幸いです。挑戦中の『おむつ外し』は、防対策が功を奏し、最小限に収まったのは幸いです。挑戦中の『おむつ外し』は、
引き続き取組み中です。１０２歳の方が日中は、布パンツで過ごしていらっしゃいま引き続き取組み中です。１０２歳の方が日中は、布パンツで過ごしていらっしゃいま引き続き取組み中です。１０２歳の方が日中は、布パンツで過ごしていらっしゃいま引き続き取組み中です。１０２歳の方が日中は、布パンツで過ごしていらっしゃいま
す。また、当苑でボランティア合宿を続けている伊勢ヶ濱部屋の安美錦竜児関が浅す。また、当苑でボランティア合宿を続けている伊勢ヶ濱部屋の安美錦竜児関が浅す。また、当苑でボランティア合宿を続けている伊勢ヶ濱部屋の安美錦竜児関が浅す。また、当苑でボランティア合宿を続けている伊勢ヶ濱部屋の安美錦竜児関が浅
香絵莉さんと結婚したことを喜ぶと共に、ますますのご活躍を祈念する次第です。香絵莉さんと結婚したことを喜ぶと共に、ますますのご活躍を祈念する次第です。香絵莉さんと結婚したことを喜ぶと共に、ますますのご活躍を祈念する次第です。香絵莉さんと結婚したことを喜ぶと共に、ますますのご活躍を祈念する次第です。
本年度も役職員が相携えて頑張りますので、よろしくお願いいたします。本年度も役職員が相携えて頑張りますので、よろしくお願いいたします。本年度も役職員が相携えて頑張りますので、よろしくお願いいたします。本年度も役職員が相携えて頑張りますので、よろしくお願いいたします。

ヘルパー２級

（660,008千円）

５４３勝５７０敗１２休

管理栄養士

Ⅲ．平成２４年度　実習生受入実績Ⅲ．平成２４年度　実習生受入実績Ⅲ．平成２４年度　実習生受入実績Ⅲ．平成２４年度　実習生受入実績

平成１５年１月場所８日目横綱・貴乃花に初挑戦し、送り出しで破り、初の金星を獲得した。その翌平成１５年１月場所８日目横綱・貴乃花に初挑戦し、送り出しで破り、初の金星を獲得した。その翌平成１５年１月場所８日目横綱・貴乃花に初挑戦し、送り出しで破り、初の金星を獲得した。その翌平成１５年１月場所８日目横綱・貴乃花に初挑戦し、送り出しで破り、初の金星を獲得した。その翌
日貴乃花は、現役引退を表明した。『貴乃花を最後に倒して引退させた力士』、『上位キラー』、『行日貴乃花は、現役引退を表明した。『貴乃花を最後に倒して引退させた力士』、『上位キラー』、『行日貴乃花は、現役引退を表明した。『貴乃花を最後に倒して引退させた力士』、『上位キラー』、『行日貴乃花は、現役引退を表明した。『貴乃花を最後に倒して引退させた力士』、『上位キラー』、『行
事泣かせ』と言われていることは、有名な話である。事泣かせ』と言われていることは、有名な話である。事泣かせ』と言われていることは、有名な話である。事泣かせ』と言われていることは、有名な話である。

（平成２５年５月場所終了時現在）（平成２５年５月場所終了時現在）（平成２５年５月場所終了時現在）（平成２５年５月場所終了時現在）

Ⅱ．平成２４年度　事業実績Ⅱ．平成２４年度　事業実績Ⅱ．平成２４年度　事業実績Ⅱ．平成２４年度　事業実績




